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No. 府県名 市町村 道路名 上下線区分 ＳＡ・ＰＡ名

1 滋賀 東近江市 名神高速道路 上り線 黒丸パーキングエリア

2 滋賀 東近江市 名神高速道路 下り線 黒丸パーキングエリア

3 滋賀 湖南市 名神高速道路 上り線 菩提寺パーキングエリア

4 滋賀 湖南市 名神高速道路 下り線 菩提寺パーキングエリア

5 滋賀 大津市 名神高速道路 上り線 草津パーキングエリア

6 滋賀 草津市 名神高速道路 下り線 草津パーキングエリア

7 滋賀 大津市 名神高速道路 上り線 大津サービスエリア

8 滋賀 大津市 名神高速道路 下り線 大津サービスエリア

9 京都 京都市 名神高速道路 上り線 桂川パーキングエリア

10 京都 京都市 名神高速道路 下り線 桂川パーキングエリア

11 大阪 吹田市 名神高速道路 上り線 吹田サービスエリア

12 大阪 吹田市 名神高速道路 下り線 吹田サービスエリア

13 滋賀 甲賀市 新名神高速道路 上り線 甲南パーキングエリア

14 滋賀 甲賀市 新名神高速道路 下り線 甲南パーキングエリア

15 兵庫 宝塚市 新名神高速道路 集約 宝塚北サービスエリア

16 大阪 東大阪市 近畿自動車道 下り線 東大阪パーキングエリア

17 奈良 大和郡山市 西名阪自動車道 上り線 天理パーキングエリア

18 奈良 大和郡山市 西名阪自動車道 下り線 天理パーキングエリア

19 奈良 香芝市 西名阪自動車道 上り線 香芝サービスエリア

20 奈良 香芝市 西名阪自動車道 下り線 香芝サービスエリア

21 大阪 岸和田市 阪和自動車道 上り線 岸和田サービスエリア

22 大阪 岸和田市 阪和自動車道 下り線 岸和田サービスエリア

23 和歌山 和歌山市 阪和自動車道 上り線 紀ノ川サービスエリア

24 和歌山 和歌山市 阪和自動車道 下り線 紀ノ川サービスエリア

25 和歌山 有田川町 阪和自動車道 上り線 吉備湯浅パーキングエリア

26 和歌山 有田川町 阪和自動車道 下り線 吉備湯浅パーキングエリア

27 和歌山 印南町 阪和自動車道 上り線 印南サービスエリア

28 和歌山 印南町 阪和自動車道 下り線 印南サービスエリア

29 兵庫 篠山市 舞鶴若狭自動車道 上り線 西紀サービスエリア

30 兵庫 篠山市 舞鶴若狭自動車道 下り線 西紀サービスエリア

31 京都 福知山市 舞鶴若狭自動車道 上り線 六人部パーキングエリア

32 京都 福知山市 舞鶴若狭自動車道 下り線 六人部パーキングエリア

33 兵庫 西宮市 中国自動車道 上り線 西宮名塩サービスエリア

34 兵庫 西宮市 中国自動車道 下り線 西宮名塩サービスエリア

35 兵庫 神戸市 中国自動車道 上り線 赤松パーキングエリア

36 兵庫 神戸市 中国自動車道 下り線 赤松パーキングエリア

37 兵庫 加東市 中国自動車道 上り線 社パーキングエリア

38 兵庫 加東市 中国自動車道 下り線 社パーキングエリア

39 兵庫 加西市 中国自動車道 上り線 加西サービスエリア

40 兵庫 加西市 中国自動車道 下り線 加西サービスエリア

41 兵庫 佐用町 中国自動車道 上り線 上月パーキングエリア

42 兵庫 佐用町 中国自動車道 下り線 上月パーキングエリア

43 岡山 勝央町 中国自動車道 上り線 勝央サービスエリア

44 岡山 勝央町 中国自動車道 下り線 勝央サービスエリア

45 岡山 真庭市 中国自動車道 上り線 真庭パーキングエリア

46 岡山 真庭市 中国自動車道 下り線 真庭パーキングエリア

47 岡山 新見市 中国自動車道 上り線 大佐サービスエリア

48 岡山 新見市 中国自動車道 下り線 大佐サービスエリア

49 広島 庄原市 中国自動車道 上り線 七塚原サービスエリア

50 広島 庄原市 中国自動車道 下り線 七塚原サービスエリア

51 広島 安芸高田市 中国自動車道 上り線 本郷パーキングエリア

52 広島 安芸高田市 中国自動車道 下り線 本郷パーキングエリア

53 広島 広島市 中国自動車道 上り線 安佐サービスエリア

54 広島 広島市 中国自動車道 下り線 安佐サービスエリア

55 広島 廿日市市 中国自動車道 上り線 吉和サービスエリア

56 広島 廿日市市 中国自動車道 下り線 吉和サービスエリア

57 山口 周南市 中国自動車道 上り線 鹿野サービスエリア

58 山口 周南市 中国自動車道 下り線 鹿野サービスエリア
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59 山口 美祢市 中国自動車道 上り線 美東サービスエリア

60 山口 美祢市 中国自動車道 下り線 美東サービスエリア

61 山口 下関市 中国自動車道 上り線 王司パーキングエリア

62 山口 下関市 中国自動車道 下り線 王司パーキングエリア

63 広島 広島市 広島自動車道 上り線 久地パーキングエリア

64 広島 広島市 広島自動車道 下り線 久地パーキングエリア

65 広島 山県郡 浜田自動車道 上り線 寒曳山パーキングエリア

66 岡山 高梁市 岡山自動車道 上り線 高梁サービスエリア

67 岡山 高梁市 岡山自動車道 下り線 高梁サービスエリア

68 岡山 真庭市 米子自動車道 上り線 蒜山高原サービスエリア

69 岡山 真庭市 米子自動車道 下り線 蒜山高原サービスエリア

70 鳥取 伯耆町 米子自動車道 上り線 大山パーキングエリア

71 兵庫 神戸市 山陽自動車道 上り線 淡河パーキングエリア

72 兵庫 神戸市 山陽自動車道 下り線 淡河パーキングエリア

73 兵庫 三木市 山陽自動車道 上り線 三木サービスエリア

74 兵庫 三木市 山陽自動車道 下り線 三木サービスエリア

75 兵庫 加古川市 山陽自動車道 上り線 権現湖パーキングエリア

76 兵庫 加古川市 山陽自動車道 下り線 権現湖パーキングエリア

77 兵庫 姫路市 山陽自動車道 上り線 白鳥パーキングエリア

78 兵庫 姫路市 山陽自動車道 下り線 白鳥パーキングエリア

79 兵庫 たつの市 山陽自動車道 上り線 龍野西サービスエリア

80 兵庫 たつの市 山陽自動車道 下り線 龍野西サービスエリア

81 岡山 備前市 山陽自動車道 上り線 福石パーキングエリア

82 岡山 備前市 山陽自動車道 下り線 福石パーキングエリア

83 岡山 岡山市 山陽自動車道 上り線 瀬戸パーキングエリア

84 岡山 岡山市 山陽自動車道 下り線 瀬戸パーキングエリア

85 岡山 岡山市 山陽自動車道 上り線 吉備サービスエリア

86 岡山 岡山市 山陽自動車道 下り線 吉備サービスエリア

87 岡山 倉敷市 山陽自動車道 上り線 道口パーキングエリア

88 岡山 倉敷市 山陽自動車道 下り線 道口パーキングエリア

89 広島 福山市 山陽自動車道 上り線 福山サービスエリア

90 広島 福山市 山陽自動車道 下り線 福山サービスエリア

91 広島 三原市 山陽自動車道 上り線 八幡パーキングエリア

92 広島 三原市 山陽自動車道 下り線 八幡パーキングエリア

93 広島 三原市 山陽自動車道 上り線 高坂パーキングエリア

94 広島 三原市 山陽自動車道 下り線 高坂パーキングエリア

95 広島 東広島市 山陽自動車道 上り線 小谷サービスエリア

96 広島 東広島市 山陽自動車道 下り線 小谷サービスエリア

97 広島 東広島市 山陽自動車道 上り線 奥屋パーキングエリア

98 広島 東広島市 山陽自動車道 下り線 奥屋パーキングエリア

99 広島 広島市 山陽自動車道 上り線 沼田パーキングエリア

100 広島 広島市 山陽自動車道 下り線 沼田パーキングエリア

101 広島 廿日市市 山陽自動車道 上り線 宮島サービスエリア

102 広島 廿日市市 山陽自動車道 下り線 宮島サービスエリア

103 山口 岩国市 山陽自動車道 上り線 玖珂パーキングエリア

104 山口 岩国市 山陽自動車道 下り線 玖珂パーキングエリア

105 山口 下松市 山陽自動車道 上り線 下松サービスエリア

106 山口 下松市 山陽自動車道 下り線 下松サービスエリア

107 山口 防府市 山陽自動車道 上り線 佐波川サービスエリア

108 山口 防府市 山陽自動車道 下り線 佐波川サービスエリア

109 島根 松江市 山陰自動車道 上り線 宍道湖サービスエリア

110 島根 松江市 山陰自動車道 下り線 宍道湖サービスエリア

111 徳島 上板町 徳島自動車道 上り線 上板サービスエリア

112 徳島 上板町 徳島自動車道 下り線 上板サービスエリア

113 徳島 東みよし町 徳島自動車道 上り線 吉野川サービスエリア

114 徳島 東みよし町 徳島自動車道 下り線 吉野川サービスエリア

115 愛媛 四国中央市 松山自動車道 上り線 入野パーキングエリア

116 愛媛 四国中央市 松山自動車道 下り線 入野パーキングエリア

117 愛媛 西条市 松山自動車道 上り線 石鎚山サービスエリア

118 愛媛 西条市 松山自動車道 下り線 石鎚山サービスエリア
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119 愛媛 伊予市 松山自動車道 上り線 伊予灘サービスエリア

120 愛媛 伊予市 松山自動車道 下り線 伊予灘サービスエリア

121 香川 坂出市 高松自動車道 上り線 府中湖パーキングエリア

122 香川 坂出市 高松自動車道 下り線 府中湖パーキングエリア

123 香川 観音寺市 高松自動車道 上り線 豊浜サービスエリア

124 香川 観音寺市 高松自動車道 下り線 豊浜サービスエリア

125 香川 さぬき市 高松自動車道 上り線 津田の松原サービスエリア

126 香川 さぬき市 高松自動車道 下り線 津田の松原サービスエリア

127 愛媛 四国中央市 高知自動車道 上り線 馬立パーキングエリア

128 高知 長岡郡 高知自動車道 下り線 立川パーキングエリア

129 高知 南国市 高知自動車道 上り線 南国サービスエリア

130 高知 南国市 高知自動車道 下り線 南国サービスエリア

131 山口 下関市 関門橋 下り線 壇之浦パーキングエリア

132 福岡 北九州市 関門橋 上り線 めかりパーキングエリア

133 福岡 北九州市 九州自動車道 上り線 吉志パーキングエリア

134 福岡 北九州市 九州自動車道 下り線 吉志パーキングエリア

135 福岡 直方市 九州自動車道 上り線 直方パーキングエリア

136 福岡 鞍手郡 九州自動車道 下り線 鞍手パーキングエリア

137 福岡 古賀市 九州自動車道 上り線 古賀サービスエリア

138 福岡 古賀市 九州自動車道 下り線 古賀サービスエリア

139 福岡 須恵町 九州自動車道 上り線 須恵パーキングエリア

140 福岡 須恵町 九州自動車道 下り線 須恵パーキングエリア

141 佐賀 基山町 九州自動車道 上り線 基山パーキングエリア

142 福岡 筑紫野市 九州自動車道 下り線 基山パーキングエリア

143 福岡 広川町 九州自動車道 上り線 広川サービスエリア

144 福岡 広川町 九州自動車道 下り線 広川サービスエリア

145 福岡 みやま市 九州自動車道 上り線 山川パーキングエリア

146 福岡 みやま市 九州自動車道 下り線 山川パーキングエリア

147 熊本 南関町 九州自動車道 上り線 玉名パーキングエリア

148 熊本 南関町 九州自動車道 下り線 玉名パーキングエリア

149 熊本 熊本市 九州自動車道 上り線 北熊本サービスエリア

150 熊本 熊本市 九州自動車道 下り線 北熊本サービスエリア

151 熊本 熊本市 九州自動車道 上り線 緑川パーキングエリア

152 熊本 甲佐町 九州自動車道 下り線 緑川パーキングエリア

153 熊本 氷川町 九州自動車道 上り線 宮原サービスエリア

154 熊本 氷川町 九州自動車道 下り線 宮原サービスエリア

155 熊本 山江村 九州自動車道 上り線 山江サービスエリア

156 熊本 山江村 九州自動車道 下り線 山江サービスエリア

157 宮崎 えびの市 九州自動車道 上り線 えびのパーキングエリア

158 宮崎 えびの市 九州自動車道 下り線 えびのパーキングエリア

159 鹿児島 霧島市 九州自動車道 上り線 溝辺パーキングエリア

160 鹿児島 姶良市 九州自動車道 上り線 桜島サービスエリア

161 鹿児島 姶良市 九州自動車道 下り線 桜島サービスエリア

162 宮崎 小林市 宮崎自動車道 上り線 霧島サービスエリア

163 宮崎 小林市 宮崎自動車道 下り線 霧島サービスエリア

164 宮崎 都城市 宮崎自動車道 上り線 山之口サービスエリア

165 宮崎 都城市 宮崎自動車道 下り線 山之口サービスエリア

166 長崎 東彼杵町 長崎自動車道 上り線 大村湾パーキングエリア

167 長崎 東彼杵町 長崎自動車道 下り線 大村湾パーキングエリア

168 長崎 大村市 長崎自動車道 下り線 木場パーキングエリア

169 長崎 大村市 長崎自動車道 上り線 今村パーキングエリア

170 佐賀 武雄市 長崎自動車道 上り線 川登サービスエリア

171 佐賀 武雄市 長崎自動車道 下り線 川登サービスエリア

172 佐賀 多久市 長崎自動車道 上り線 多久西パーキングエリア

173 佐賀 多久市 長崎自動車道 下り線 多久西パーキングエリア

174 佐賀 佐賀市 長崎自動車道 上り線 金立サービスエリア

175 佐賀 佐賀市 長崎自動車道 下り線 金立サービスエリア

176 福岡 朝倉市 大分自動車道 上り線 山田サービスエリア

177 福岡 朝倉市 大分自動車道 下り線 山田サービスエリア

178 大分 玖珠郡 大分自動車道 上り線 玖珠サービスエリア
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179 大分 玖珠郡 大分自動車道 下り線 玖珠サービスエリア

180 大分 別府市 大分自動車道 上り線 別府湾サービスエリア

181 大分 別府市 大分自動車道 下り線 別府湾サービスエリア

182 福岡 行橋市 東九州自動車道 上り線 今川パーキングエリア

183 福岡 行橋市 東九州自動車道 下り線 今川パーキングエリア

184 沖縄 中城村 沖縄自動車道 上り線 中城パーキングエリア

185 沖縄 中城村 沖縄自動車道 下り線 中城パーキングエリア

186 沖縄 金武町 沖縄自動車道 上り線 伊芸サービスエリア

187 沖縄 金武町 沖縄自動車道 下り線 伊芸サービスエリア

188 兵庫 神戸市 第二神明道路 下り線 垂水パーキングエリア

189 兵庫 神戸市 第二神明道路 上り線 名谷パーキングエリア

190 兵庫 明石市 第二神明道路 集約 明石サービスエリア

191 兵庫 姫路市 姫路バイパス 上り線 別所パーキングエリア

192 兵庫 姫路市 姫路バイパス 下り線 別所パーキングエリア
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